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Japanese festivals are thought to have various functions and effectiveness to the people and society 
through the festival. Some of these features are common to “The Third Place” according to Ray 
Oldenburg. “The Third Place” is a place that serves as a core environment for informal public life. 
Home is “The First Place”, and workplace or office is the “Second Place”. Such a “The Third Place” 
has important meaning in a modern society where the connection between people is diluted and has 
the potential to be an indispensable place for other institutions and organization or groups. 

The global epidemic of infectious diseases has forced people’s lives to become isolated since it has 
been required to adjust in new lifestyles and connections with people and society. 

The value of the Festivals in Japan as the culture is not only to diverse people to gather and enjoy. 
There is a possibility that the connection between people and society through the festival can 
demonstrate a great deal of power to support the mutual system not only in daily life but also 
emergencies and disasters. In this paper takes up the function and role of the connection between 
people and society through Japanese festivals and festivals together with the unique feature of “The 
Third Place” exchange and leveled connection. 

 

1.はじめに 
現代社会では、人類はこれまでに経験したことの

ない数々の社会問題を抱えているといっても過言で

はないだろう。新型コロナウィルスによる世界的な

感染拡大といった同時代の危機状況、あるいは過疎

化を主な要因とする地域コミュニティの変容と維持

の問題などは地球規模あるいは社会規模で対策を講

じ、解決することが求められている。このような社

会問題には、孤立を余儀なくされたり、人と人の間

のつながりを欠くことによりその問題と深刻さが増

幅されうるという看過できない共通点が認められる。

また 2020 年現在、いまだ地球規模での感染拡大が終

息の兆しをみせてない新型コロナウィルスの感染拡

大の問題は、社会にある格差や差別という人類にと 

 

って未解決なままの課題を一層浮き彫りにしたとも

いわれている。これらの問題は、人類にとって古く

て新しい課題を再考するきっかけを与えているとい

は言えないだろうか。 

本稿では、社会における人々の間のつながりの重

要性と効果という視点から、現代の社会的諸問題に

対して人々や社会の間のつながりがどのように寄与

できるのか考察を試みる。ここでは特に、日本の祭

を通して認められるインフォーマルなつながりとコ

ミュニケーションの基盤を醸成する場の意義を中心

に取り上げる。そこで、アメリカの社会学者である

レイ・オルデンバーグが提案している「サードプレ

イス」[オルデンバーグ 1989：17]という概念を援用

し、祭にみられるインフォーマルなつながり方とそ
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の重要性、効果等を再考する。それは、現代におい

ては社会やコミュニティの中で多様な背景の人々を

受け入れ、かつ柔軟であるようなつながり方が、社

会に顕在化する諸問題に対して有効かつ不可欠であ

ると考えられるからである。このように重要で不可

欠であるにも関わらず、サードプレイスあるいは日

本の祭に認められる多様な人々の受け入れ方や、柔

軟でありながら継続的なつながり方は、現代社会の

場面では決して多いとはいえない。このようなつな

がり方とは対極の要素を持った社会関係が、一面で

は現代の経済活動や生活を支えてきたからである。

しかし、現代社会における諸問題の顕在化のみなら

ず、人々が生活をしていくうえでも、いわゆる先進

地域の多くの人々はすでに、多様さを受けいれ、緩

やかでも継続できるようなつながり方こそが未来の

持続可能な社会を支えうることを強く認識している

ともいえる。そのことはサードプレイスに認められ

る場所、例えばオルデンバーグが挙げているイギリ

スのバーやコーヒーショップであるとか、日本にお

いては地域におけるサードプレイス創造の取り組み

[石山 2019：10]などに様々な背景を持つ多くの人々

が集い、柔軟に支え合えるような関係を作り出して

いることからも確認できる。 

また、このようなインフォーマルな場所あるいは

そこで生まれるインフォーマルなつながりである一

方、コミュニティにおいてはフォーマルな集団や組

織にも接続させうるようなつながり方を、一人ひと

りの個人が意識的に作り出して育むことで成立して

いくという側面も有している。既存のつながりに参

加し、やがてはそれを醸成していく主体になる過程

で、人々は様々な課題や社会問題に対処する術を身

につけ、またそのような人々の間の結束が多くの課

題に対する解決をもたらすことになると考えられる。

こうした諸問題や課題に対処する仕方は、かつての

日本社会では、各世代が共存し支えあって暮らして

きたコミュニティにおいていわば自然に培われてい

た現象であった。しかし社会構造の変化に伴い、地

域コミュニティの構成や各家庭の生業などが変容し

てくると、コミュニティ内での各世代間の支え合い

方も変化し始めた。地域コミュニティにおける様々

な事業や活動の基盤となる社会関係資本もまた、変

容を促され、維持と継承の課題が見え始めた。地域

コミュニティにおける重要な社会関係資本[稲葉

2019：253-254]、文化資本である日本の祭は、現在

はその意義を大きく問い直されているといえる。そ

こで焦点を当てたいのは、日本の祭と祭の育む人々

の間のつながりが社会の危機的状況、例えば災害や

震災からの復興やコミュニティの再生にいかに寄与

してきたかという点である。筆者はいくつかのフィ

ールド調査から、日本の祭が社会問題に寄与できる

重要な機能として、祭を通して培われる世代や地域

を超えたインフォーマルで柔軟な、かつ多様な背景

の人々を受け入れうる素地をもつ祭特有のつながり

方を見てきた。そこでは、インフォーマルなつなが

り方が、人々や社会の間に存在する境界線を作り替

え、あるいはずらし、人々や社会を緩やかながらも

柔軟に結びつけることを可能にしている。オルデン

バーグのいうサードプレイスの価値と、日本の祭が

育む人々や社会の間のつながりには大きく共通する

要素や価値がある。 

新たな感染症拡大の予防対策において、世界中で

多数の人々の集まりが制限され、遠隔での孤独な社

会的生活が強いられる時間にこそ、インフォーマル

なつながりは新たな重要性を帯びてくるといえる。

物理的な距離は意味をなさなくなったグローバル社

会においては、いわば逆説的に身近に接する人たち

との関係のあり方が見直され始めた。私たち人間の

誰一人として、フォーマルであろうとインフォーマ

ルであろうと、人と人、社会と人との間のつながり

や支え合いを欠いては、生きていくことができない

ということを、現代ほど痛感させられる時代はない

のではないだろうか。新型コロナウィルスの感染拡

大という状況に際し、様々な課題や問題が訴えられ

ている中で、地域活性化コンサルタントの水津陽子

は、全労済が実施した調査で「これからの社会に助

け合いが必要だと思う」と回答した人が 90.2％に上

ると述べている[水津 2020：18]。また、アフターコ

ロナの社会では、いざというときに助け合える人と

のつながりや地域の絆の必要性があることを論じ、

たくさんのつながりと支えのある社会の例[水津

2020：140-145]を提案している。 

以下、まずは日本の祭にみられるつながりと大き
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な共通点を持つと考えられる「サードプレイス」に

ついての定義をみていく。次にその 2 つに共通する

重要な要素から、サードプレイスの意義と日本の祭

のもたらすつながりがいかなるものであり、どのよ

うな機能や効果があるのか検証、考察する。次に、

サードプレイスの重要な特徴である「中立性」「中間

地点」という役割に着目し、日本の祭にみられる中

立性、中間地点の意義と役割について「なかだち（媒）」
1という概念をもとに探る。そして、日本文化の基盤

になっていると考えられる祭と、祭に認められるつ

ながり方について、サードプレイスと共通する機能

や効果をもとに現代的な意義を検証する。最後に、

サードプレイスと日本の祭に共通する重要な機能や

効果は、現代社会における諸問題や同時代的な課題

に際し、いかに寄与しうるか考察を試みる。 

 

2.オルデンバーグによる「サードプレイス」

の定義 
サードプレイスという言葉は、1989 年にレイ・オ

ルデンバーグが提唱した家庭（第 1 の場）でも職場

（第 2 の場）でもない「第 3 の居場所」という概念

を指す[オルデンバーグ 1989：59]。それはあらゆる

人を受け入れて、地元密着な場である限り、最もコ

ミュニティのためになるという、「インフォーマルな

公共の場」[オルデンバーグ 1989：17]である。アメ

リカの都市社会学者であるオルデンバーグは、イン

フォーマルな公共の場、一見関係のない人同士が集

いみんなで楽しく過ごすことができる地域の「第 3

の場」の重要性を指摘した。そのような場所にある

目的や機能は、他のいかなる機関であっても提供で

きない。次に重要なことは、「世界のすぐれた文化は

活き活きとした公共生活を営み、必然的に庶民の憩

いの場を発達させてきた」[オルデンバーグ 1989：

5-6]という点である。オルデンバーグはサードプレ

イスを「インフォーマルな公共生活の中核的環境」

と表現し、家庭と仕事の領域を超えた個々人の、定

期的で自発的なインフォーマルな、お楽しみの集い

のために場を提供するさまざまな公共の場所の総称

[オルデンバーグ 1989：70]と定義している。また彼

が挙げているサードプレイスの代表例中にはバーや

地域のレストランなど、不特定多数の人々を受け入

れ、かつ人々が集まることが大きな意味を持つ場所

が多い。そしてそれらの場所は「会話，コミュニケ

ーション」がその重要な目的となって集う場所とさ

れる。サードプレイスの重要性は日本でも多くの人

たちが語っているところであるが、地域の街づくり、

施設づくりを手掛ける国分裕正は、サードプレイス

の本質は「相互に交流できる」[国分 2019：103]とい

うところにあるとしている。オルデンバーグが取り

上げるサードプレイスの例は、アメリカの都市問題

やイギリス社会の伝統的な文化発祥と深く関連して

いる。そのため、このケースをそのまま日本社会や

日本文化のケースに当てはめることはできない。し

かしながら、現代社会はすでに都市化や情報化など

のスピードが加速しつつあり、人と人、人と社会の

つながりの希薄化が社会問題化して久しい。このよ

うな現代においては、第 3 の場という目的と意味を

提供する場所における交流や、それらの交流を通し

たつながりは、人や社会の間の関わりを欠いては決

して生存できない人間にとって、普遍的に重要で価

値のあるものといえよう。 

さて、サードプレイスには次の 8 つの特徴が挙げ

られる。それは 1 中立性、2 社会的平等性の担保、3

会話が中心に存在すること、4 利便性があること、5

常連の存在、6 目立たないこと、7 遊び心があること、

8 感情の共有ができるもう一つの我が家、の 8 つで

あるとされる。これらはとりもなおさず、人々が気

軽に交流することが出来て、かつ多様で異質とされ

るどのような人々も社会的な立場を気にすることな

く憩い、交流しうる場所[石山 2019：11]であるとい

うことを意味する。 

次に、オルデンバーグはサードプレイスの具体例

として主に彼のフィールドであるアメリカの居酒屋、

メインストリート、イギリス社会におけるパブ、フ

ランスのカフェ、コーヒーハウスなどを挙げている。

アジアや日本社会の事例では、オルデンバーグのい

うサードプレイスの特徴を満たすような場所はこれ

まであまり確認されてこなかったが、この現代に必

要不可欠な場所の価値を明らかにするためにも、日

本社会におけるサードプレイスの可能性を持った場

所やつながりを検討することには十分にその意義を

認めることができるものと思われる。 
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本稿では、現代社会で顕在化した問題に関連して、

人や社会の間のつながりという点に着目する。その

上で、上述したようなサードプレイスの特徴である

コミュニケーション、中立性、社会的平等の担保な

どの諸特徴に焦点を当て、日本の祭との共通性やつ

ながりとの関連、有用性などについてみていく。 

 

3.日本の祭とサードプレイスの共通点 
  次に、人々や社会とのつながりという視点からサ

ードプレイスの特徴であるコミュニケーション、中

立性、社会的平等の担保、感情の共有といった特徴

に注目し、日本の祭と共通点を探り、それらの有用

性を再検討する。 

先述のように人類社会でみられる社会的格差や偏

見から生じる差別といった問題は、いまだ決定的な

解決を見ないまま残された課題となって現代に引き

継がれている。例えば、地域や性別、年齢などの違

いから本来なら誰もが等しく受けるべきサービスや

待遇に差が生じるとか、正しい知識と理解の不足に

よっていわれのない差別を受ける、といった問題で

ある。この古くも新しい課題は、新型コロナウィル

スという人類にとっての新たな脅威が引き起こした

世界的な感染拡大によって、社会問題と関連し一層

顕在化した。この人類社会に存在する格差や偏見、

差別をどう乗り越えるか、これまでも様々な議論や

提案がなされ、取り組まれてきた。今回、感染症の

拡大とそれにまつわる医療崩壊や政策策定の困難さ

などが世界的にも深刻さを極めている現状がある。

その中で人々は新たなウィルスとの共存を図る生活

のあり方を巡って、歴史の教訓から学びつつ、新た

なワクチンの開発と普及に取り組むなど、それぞれ

の立場でできることを行ないながら、危機を乗り越

えようと努めている。 

これまでもこれらの問題は人類が未解決なまま継

続させてきた課題であった。しかし、世界的な感染

症の拡大という同時代の問題によって、これらの社

会問題が一層明確化され、そのことが人類社会を深

刻な局面に向かわせてはいないかという懸念が残る。

2020 年 10 月にオンライン会議の形式で実施された

日本文化人類学会と日本学術会議の公開シンポジウ

ム2では、コロナ禍を受けて格差や差別の存在を認識

し、その上でこれらを乗り越えていくために一人ひ

とりにできること、なすべきことは何であるかが議

論された。その捉え方は大まかに 2 つあり、それを

さらに 2 つの方向に分けることができる。まず 1.「違

わない（同じ）であることの確認」、2.「違いととも

に生きる」、という 2 つの見方ができるとして、現状

から考えて 2.「違いと「ともに」生きる」こと、が

とるべき方向であろうというのがその提言であった。

そして 2.の見方はさらに 2 つの方法に分けられる。1

つは法律や知識など「唯一絶対」の正解に従うとい

う方向性、2 つめには相互の「不完全性」を承認し

つつ進んでいく、という方向性である。この 2 つは、

状況に応じてどちらも必要な対処法であるといえよ

う。さらにいうと、1 つめの唯一絶対の正解という

のは、おそらく時代や状況が進展してくるに従って

限界が出てくる方向性である。あるケースではあて

はまっても、時代や環境、見方が変わるとそこから

逸れるケースが必ず生じてくるものだからである。

そこで唯一絶対にそぐわないものはすべて否定して

しまうのかというと、そのような方法は歴史が証明

してきたように、不毛の争いを生み、人類の発展を

様々な側面から阻害する障壁となることが多い。多

様性をもって成り立っている地球上の各現象を、1

つの枠組みの見方に閉じ込めることは真実を見誤る

ことにもなりかねない。公開シンポジウムの総意と

提言は、最終的には差異の中で絶対の正解だけに固

執することなく、違いや差異を受け入れ、認めうる

ことは認め、そして相互の「不完全性」を承認しな

がら共に歩んでいくということが、最も建設的かつ

実効性のある方法だという意見にまとめられた。日

本文化人類学会としては、厳しい見方をすると

「「with コロナ＝新型コロナウィルス感染症とそれ

に伴う社会的な問題とともに（より良い生活を目指

して）生活していく」といえる段階には現時点では

至っていない」というのがその見解であった3。 

現状の課題に疲弊し麻痺してしまうことと、現状

の課題や対策を認識したうえで、改善に向けてでき

る限りのことをしていくということでは、その後の

あり方がまったく違ってくるだろう。感染症の流行

や世界的な流行拡大は、これまでの人類の長い歴史

の間にも幾度となく見舞われてきた事態である。そ
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して、その度に人類は新たな知恵や工夫、努力で乗

り越えてきた。今回の事態でも同様に、格差や偏見、

差別という歴史上で繰り返されてきた課題を含めて、

新たな対応と課題への取り組みが求められていると

いえよう。それはまた、人類が解決できずにいる課

題を再考し、解決に向けた新たな足掛かりを模索す

るまたとない機会であるとも捉えることができる。

そしてそれは今後の「新しい生き方」にも通じてい

るといえるだろう。 

以上を踏まえ、本節では人と社会のつながりとい

う視点を軸とし、サードプレイスと日本の祭の共点

をもとに、その有用性を探ってみたい。 

日本における祭は、地域や日本社会にとって不可

欠ともいうべき人々や社会の間のつながりと絆を醸

成する社会関係資本4であり、祭によっては地域や国

を超えてその価値を認められた文化資本でもある。

日本の祭は古来、日本社会の「社会的生産の基盤」[原

田 2006：119]となった稲作との深い関連をもって発

達してきた。つまり「日本の祭の原点は稲作文化に

ある」[松下 2010：66]とされる。また、民俗学者の

柳田國男は、「酒食を以て神を御もてなし申す間、一

同が御前に侍坐することが「マツリ」であった」[柳

田 1942：219]と論じている。 

日本社会や日本人にとって特別な意味と価値づけ

をなされてきた稲作という産業は、祭の儀式で五穀

豊穣を祈願し、祭によってコミュニティの形成や維

持を図るという一つの日本文化のあり方を生み出し

た。このような意味でも、祭は日本社会や日本文化

の基層となり、いたるところに根付いている[倉林

1980：7]といえる。そのことはまた日本の祭ならで

はの人々と社会、人々と神との間の結びつきやつな

がりを構築、形成している。また、日本の祭には様々

な機能が認められるが、中でもコミュニケーション

を促進する、あるいは人と人のコミュニケーション

能力を醸成する、という機能は特筆することができ

るだろう。例えば、倉林正司は祭の中の「「饗宴」は

心の広場としてのコミュニケーションの場を提供し

ている」[倉林 1975：228]として、祭の現代的な意義

を力説する。また、その「饗宴」であるところの「直

会」も「元来は祭に関わる全ての者が、これにあず

かることができるというのが本来の形であった」[倉

林 1975：145]としている。祭に見られるコミュニケ

ーションの代表的な場である直会には、サードプレ

イスと共通する一種の平等化が確保されてきたこと

がわかる。松下彰信は、これほど多様なツールが発

達してきているにもかかわらず、「現代人はコミュニ

ケーション能力が低下している」[松下 2010：67-68]

と述べる。平等化の確保されたコミュニケーション

の場としても、祭はその意義と効用を発揮しうると

いえるだろう。 

ここでは特に日本の祭とサードプレイスの大きな

共通点として、社会的平等性の担保とコミュニケー

ションが中核にある、という点に着目する。この特

徴は、インフォーマルからフォーマルな場面までを

包括した人や社会の間の柔軟なつながり、世代や異

質なもの同士を、違いを乗り越えて、結びつきを新

たに作り変えるということに通じてくる。そしてこ

れらは詳しくは次節で述べるが、サードプレイスの

一つの重要な特徴である「中立性」に支えられてお

り、自発的に他者と触れ合うための機会と働きかけ

を促すことにもなるものである。社会的平等性の担

保という点は、第 1 の場である家庭や第 2 の場であ

る職場とは異なる空間であり、それらの場所で築か

れるのとは異なる人間関係を構築しうるサードプレ

イスならではの特徴の一つといえる。そしてそれは

それらの場所で求められる役割や身分からの解放と

いう意味でも重要である。平等化の見返りとして、

人々はより人情味があって長続きする場所に受け入

れられる。人はありのままの自分で認められ、経済

や政治の浮き沈みに左右されることもない。誰にで

も等しく門戸が開かれるサードプレイスでは、「当人

の人柄や雰囲気がものをいう」[オルデンバーグ

1989：70]のである。そのような場所で築かれた人間

関係やつながりは、普段の生活で作られる不可避的

な人間関係とは異質のものであろう。生業に関した

生活面では人間関係を選択できることが少ないのに

対し、サードプレイスの関わりは「自発的」という

ところに大きな力点が置かれる。しかもその人間関

係は外の身分上下、役割を棚上げした平等なもので

あるため、そのことが自発的に築かれた関係を長続

きさせる。 

日本における祭ではどうであろうか。祭は地域コ
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ミュニティの中で、比較的狭い地域の人たちが中心

になって実施されることが多い。しかし、祭を作っ

ているのはそれを担う人たちだけではない。その筆

頭が都市祭礼にみられる数多の観客たちである。世

界文化遺産に登録されるような大きな祭などは、い

まや世界各地から祭を見物するために人々が訪れる。

昨今では祭を裏で支えている人たちは、地域の人に

とどまらない。観客と同様に、日本全国から祭を知

った人々はゆかりを通じて祭を支えるためにやって

来る。外国からの参加者たちも、日本の伝統や祭文

化に興味をもって楽しんで参加する。このような背

景にはもちろん、過疎化や高齢化という問題によっ

て人手不足を補うため、いうなれば地域の外から人

員を確保する必要に迫られているという事情もある。

しかし、祭を重要な文化資本、社会関係資本という

捉え方をすると、文化資本、社会関係資本である祭

がそのような多様なバッググラウンドを持つ人々に

よって支えられることなしに、今後も時代時代に即

した形で維持されることは不可能であるといえよう。

多様な人々の間で、平等な、柔軟な継続性のあるつ

ながりがあるからこそ、文化資本、社会関係資本で

もある日本の祭は続いてきたといえる。またそのよ

うに多様で柔軟な人や社会の間のつながりを、その

実施と維持を通して育むことができるのも、日本の

祭の大きな特徴であり、サードプレイスの特徴とと

もに特に現代社会にとっても重要かつ不可欠な性質

と機能だということができる。 

 

4.中間地点、中立的な領域という役割と効果 
続いて本節では、第 2 節で触れたサードプレイス

の「中間地点」、「中立的な領域」という特徴に焦点

を当てて論じていく。第 2 節では日本の祭とサード

プレイスの大きな共通点として、社会的平等性の担

保とコミュニケーションを取り上げた。そしてこれ

らの特徴が、個人や組織を取り巻く包摂的なつなが

りとして、人と社会の間のつながりを支えている。

また、異なるもの同士を結び付け、あるいはすでに

ある結びつきを新たに作り変える役割を担っている

点に触れた。 

本節で注目する「中間地点」「中立的な領域」とい

う特徴もまた、日本の祭とサードプレイスのもつ重

要な役割の大きな共通点ということができる。オル

デンバーグがいうように、様々な例があげられるサ

ードプレイスという場所そのものは「中間地点」と

いう機能と役割を果たしている。第 1 節では、国分

裕正がサードプレイスの本質は、「相互に交流できる」

ところだとしていると述べた。国分は続けて、「人々

はコミュニケーションをとり、交流するためにサー

ドプレイスを訪れ」[国分 2019：103]、そのことが人々

の集う居場所になりうるのだとしている。またコミ

ュニケーションが比較的苦手とされる日本人にとっ

ては、コミュニケーションのきっかけを提供してく

れるような「ファシリテーター」が必要だと述べて

おり、そのような人物は例えば「寿司屋の大将やス

ナックのママ的な存在」[国分 2019：112]であるとい

う。サードプレイスの特徴である「中間地点」、「中

立性」を「なかだち」という視点から捉え直してみ

ることにしたい。そうするとここでいうファシリテ

ーターは、いうなればサードプレイスならではのコ

ミュニケーションを支える「なかだち」ということ

になるだろう。その人はまた、サードプレイスに通

う人々の間の「なかだち」でもある。 

一方、日本の祭において「中間地点」「中立性」と

は、祭に関わる人々の間のつながりを生み出す接点、

あるいはきっかけ作りをしてくれる人やモノと捉え

られるのではないだろうか。祭は場所性と強く結び

ついていることから祭そのものが「中間地点」とい

うこともできよう。サードプレイスの中立性につい

てはオルデンバーグが「豊かで多様な交流を提供で

きる場所」[オルデンバーグ 1989：66]と述べている。

日本の祭を支える人員や観客もまた、多様な背景の

人々の受け入れから成り立っていること、またコミ

ュニケーションの代表的な場面である直会は、元来

祭に関わる全ての人を対象にしていたことは第 2 節

で述べたとおりである。 

ところで本節では、日本の祭について「中間地点」、

「中立性」を果たす「なかだち」という視点からみ

て、日本の祭を中核的に担う「おじさんたち5＝中年

層の男性たち」に焦点を当ててみたい。もともと日

本の祭は女人禁制のしきたりや禁忌の形式が多く認

められる。そしてそれらのルールを厳粛に守って継

承されてきたという経緯をもっている。女人禁制の



遠藤 由起 

279 

しきたりや慣習形式の多くは、それぞれ儀礼上の意

味があり、禁忌を破ると祭が成功しないと信じられ

てきたようなものから、現代的にはあまり意味をな

さないものまで幅広く認められる。時代の変遷に沿

って、女性の参加が認められ始めたものも多く、そ

れはまた祭の継承のされ方を示す一つの表れとも捉

えられる。女人禁制の一方で、神楽の踊り手や神饌

の準備など、女性を中心に行なうことではじめて成

立する祭の行事も存在する。 

さて、日本の祭を長い間中核的に担ってきた「お

じさんたち」であるが、最近では彼らの魅力や存在

意義が日本の文化の一つとして、海外の人たちから

改めて評価されている。ここでいうおじさんたちは

若者ではなく、さりとて長老というほどの重鎮でも

なく、会社組織であれば中間管理職あたりにいそう

な年齢層の人たちである。よほどのことでもなけれ

ば取り立てて目立つわけでもないが、いないと存在

の大きさが知らされるような、地味だがそこに確実

に根差している存在感という点でも、サードプレイ

スの価値に匹敵するとはいえないだろうか。そのよ

うなおじさんたちは職業面でも現役世代にあるため、

普段の生活と祭の非日常をいわば掛け持ちしつつ、

普段培っている技術や人間関係を祭の非日常にあた

ってもいかんなく発揮している。このようなおじさ

んたちが中間的な存在だというのは、日常と非日常、

あるいは若者世代と熟年世代の架け橋を担っている

ということを意味する。筆者は自身が居住している

福島県の南会津町という小さな町で、毎年 7 月に行

われる「田島祇園祭」においてフィールド調査を実

施した6。そこでは、このようなおじさんたちの力が

祭において、彼ら自身が楽しむ中で自然に発揮され

ていることが確認された。特に祭の継承という意味

では、この人たちの力が非常に大きな意味をもって

いるように思われた。おじさんたちは自分が中間地

点となって異世代間の人々をつなぎ、地域を越えた

人たちをつないでいる。また祭や日常の生業にとど

まらず、趣味の世界を通じて知り合った人同士のつ

ながりから祭の運営仲間に発展した例も少なくない。

祭の仲間に加わったいきさつを聞くと驚いてしまう

ような異なる背景を持つ人たちが、一つの祭の準備

や実行を通して出身地や居住地、職業や社会的地位、

年齢、性別などから生じる差異を乗り越え団結して

動いていく。そしてそのようなつながりと結束の接

続点には、すでに若者を経験し、そしてこれから長

老を経験することになる中間的な存在のおじさんな

らではの奉仕精神と貢献のあることを強調しておき

たい。おじさんたちの力は日常の生業の場だけでは

なく、あるいは日常では見えにくくても、多様かつ

持続可能な形で発揮される可能性を秘めているとい

えるのである。 

さらには、この「なかだち」であるおじさんたち

という中間地点がいることによって、祭を裏で、昨

今では表でも支えている女性たちの力が鮮やかにな

ってくる。祭を担うおじさんたちを支えているのは、

他ならぬ女性たちであり、その力なくして祭は決し

て成功しない。オルデンバーグはサードプレイスと

いう「中立の領域」は「コミュニティ・ライフに極

めて重要な、とびきりの付き合いやすさを提供する」 

[オルデンバーグ 1989：19]としている。それはまた、

「一番古い世代が一番若い世代と交流する手段を提

供する」[オルデンバーグ 1989：23]場であるとも述

べている。日本の祭にサードプレイス同様の中間地

点としての意義を認められるとすれば、一面ではそ

れは日本の祭を中核的に担い続けるおじさんたちこ

と、中年層の男性たち独特な存在と貢献によるとこ

ろが大きいともいえるだろう。 

 

5.災害や非常事態とインフォーマルなつなが

りにみる共助システム 
以上、ここまでサードプレイスの特徴と、日本に

おける祭と祭を通して育まれるつながりとの共通点

から見えてきたその重要な役割をみてきた。ここか

らは、それらサードプレイスの特徴と祭や祭を通し

たつながりが社会でもたらす有用性について、いく

つかの点から探っていきたい。 

 サードプレイスには大きく 8 つの特徴があり、こ

れらは第 1 の場所である家庭や、第 2 の場所である

職場には代替されがたい機能と役割を果たしている。

他の施設や場所でもその機能をいくつか有している

ものはたくさん認められるが、ある 1 つの場所にお

いてこれら 8 つのすべてを満たす場所となると皆無

に等しい。それだけ、いかにサードプレイスの果た
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す機能と役割が地域社会や現代社会にとって不可欠

で代えがたいものであるかがうかがい知れる。アメ

リカの社会学者であるオルデンバーグは、アメリカ

社会におけるインフォーマルな公共生活の喪失がも

たらす不利益と問題をいち早く感じ取り、サードプ

レイスの重要性を説いたのであった。日本社会にお

いてもサードプレイスの各特徴は非常に重要だとい

え、特にこれらを満たす日本版サードプレイスの創

出と地域創成がセットで論じられ、取り組まれてい

る事例は多い。先に取り上げた政策学者の石山恒貴

や、サードプレイスによるまちづくりを手掛ける国

分裕正もそのような取り組みを実施してきた人物で

ある。東日本大震災後の気仙沼のある地域の復興を

手掛けた国分は、「100 年後を見据えた街づくり」[国

分 2019：46]をしなければならないと述べている。

そして今の日本に求められるのは、垣根を取り払い、

ともに生活し、ともに学び、ともに幸せになる、つ

ながりのある街づくりであるともいう。地域との接

続を重視する石山は、多世代交流やつながり方の多

様さについて触れ、特に「ゆるいつながり」という

ことを論じている。そのような多様で柔軟な人と人

とのつながり方が認められることで、「結果として地

域が好きになる」[石山 2020：253]というのが石山の

主張であった。 

 オルデンバーグはまた、サードプレイスでのイン

フォーマルな公共生活やつながり方に重点を置いて

いる。日本の祭に関していうと、インフォーマルと

フォーマルなつながりは連続していることも多く、

これは古来、日本社会の最重要産業であり続けてき

た稲作から祭という文化が発生してきたことにも起

因しているといえよう。都市祭礼は必ずしもこの限

りではないが、経済的な資本としての祭と捉えると、

祭を通した人や社会とのつながりがインフォーマル

とフォーマルの接合を見せるということもいえるだ

ろう。世界文化遺産となった京都祇園祭のような大

きな祭であっても、祭を中心的に担う人たちは、京

都市中で古くから商いをしてきた家も多く、祭を担

う側にはやはりインフォーマルとフォーマルのつな

がりが接続しているケースが多いといえる。 

 サードプレイスであっても日本の祭であっても、

このような日常や第 1、第 2 の場所とは異なる空間

や集まりの中で培われた人や社会の間のつながりが

「絆」とも呼ばれる「社会関係資本」[稲葉 2016：

20]として機能する要素には次のようなものが挙げ

られる。 

 日本の祭は文化資本、経済的な資本であると同時

に、稲葉陽二によれば社会関係資本とみなすことも

可能である。人や社会の間にある「絆」といわれる

「社会関係資本」には、実に多くの効用が認められ

る。祭に関して言うと、祭の文化資本としての要素

を、祭が持つ社会関係資本の人的な要素が支え、社

会関係資本としての祭を文化資本としての祭が強固

になるという「相互作用」[稲葉 2016：39]が認めら

れるとしている。また山田浩之は京都祇園祭の持続

可能性に関して、その継承と維持には多くの課題や

困難がつきまとうが、京都祇園祭ではボランティア

という「共助」が祭の運営システムに組み込まれる

ことが大事であり、またそのような「共助によって

祇園祭は支えられている」[山田 2014：169-177]とも

論じている。このことは祇園祭という祭そのものが

共助という仕組みに大きく支えられてはじめて成立

するということを示している。この共助、助け合い

という要素は、コロナ禍を迎えた今こそ社会に必要

とされるものであることを第 1 節でも触れたが、水

津陽子はさらにこのような助け合いや共助は理想や

ニーズとしては確認されるが、多くの人が実際にそ

れを体感したり実感できる場を持てないでいる、と

いう実情を述べている[水津 2020：18]。稲葉は、だ

んじり祭という祭を通して人々の間に絆のできてい

る岸和田市は、例えば震災などの被害に見舞われた

場合、その復興が一番早いのでは、という作家藤本

義一氏の談話を掲載している[稲葉 2016：35]。先に

挙げた水津は、いざというときに助け合える人との

つながりや地域の絆のあるコミュニティが「共助コ

ミュニティ」であり、地域に限らず趣味や SNS など

多様な形態の中から自分が「居心地がよくて楽しい

場所」[水津 2020：140]を探して参加するよう提案す

る。居心地がよくて楽しい場所は、そこに継続的に

参加するよう促し、参加する他のメンバーとの助け

合いを躊躇させないであろう。また共助システムは、

サードプレイスでは「中間準備地」[オルデンバーグ

1986：20]としての機能を果たす中でその役割も果た
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しうる。地元が危機に陥った時、サードプレイスに

集まる人たちがそこで情報を共有し、自助努力で災

難を切り抜けようとする拠点になる。 

 祭やサードプレイスにおいては、普段の日常とは

異なるようなインフォーマルなつながりの存在が前

提とされる。ただ祭の場合はフォーマルなつながり

と接続していることも多いがこのようなインフォー

マルなつながりは、原則的には自発的で自ら選択し

たものであり、平等化や中立性の保証のもとに構築

される。それらの特徴によって、いっそう持続的な

つながりをもたらされるとされる。このように自発

的かつ持続的なつながりであるからこそ、災害や緊

急事態などの危機的状況にも早急に対応することが

可能であり、柔軟で包括的な支援や助け合いを提供

することができる。また祭の例からみると、共助シ

ステムがいかに祭の運営と成功、継承に作用してい

るかを読み取ることができるだろう。都市化が進み、

孤立しやすく希薄化した人間関係を余儀なくされる

ことの多い現代社会では特に、このようなインフォ

ーマルでありながら自発的なつながりが生む共助シ

ステム、すなわち絆という社会関係資本の計り知れ

ない有用性がある。 

 

6.現代社会とサードプレイスとしての日本の

祭の重要性 
祭に認められる社会関係資本、すなわち人や社会

との間の絆は、祭を通したつながりが育むものであ

り、このような絆は共助という助け合い方でもある

ことをみてきた。また同様に、サードプレイスはそ

こに集う人々の中立的で平等化の担保された人間関

係の構築によって、いざというときに上述したよう

な共助のあり方がもたらされる「中間準備地」でも

あることを見て取ることができた。このような共助

システムや社会関係資本という絆は、災害時や緊急

事態においては欠かすことのできない重要な人的資

本である点も認められよう。ここではさらに、サー

ドプレイスとしての日本における祭、あるいは祭を

通じたつながりの現代的な重要性と意義について考

察を試みる。 

オルデンバーグはアメリカ社会における、サード

プレイスという第 3 の場の重要性を唱えた。彼は、

公共生活を切望する者たちにはその選択肢がないと

も説いている。オルデンバーグのいうサードプレイ

スとは「インフォーマルな公共生活の中核的環境」、

つまり家庭と仕事の領域を超えた個々人の、定期的

で自発的なインフォーマルな、お楽しみの集いのた

めに場を提供する、さまざまな公共の場所であると

される。サードプレイスの 8 つの特徴は、現代社会

の生み出した闇や問題をそのまま反映し、解決させ

るための手掛かりを与える要素になっていると思わ

れる。あるいは、第 1 の場である家庭や、第 2 の場

である職場では生活や生存に第一義的に不可欠な要

素が揃っているが、それらだけでもまた生存の適わ

ない人間にとって、第 3 の場所の特徴が提供する要

素を取り入れることでバランスを保ち、よりよい生

活や人生を営んでいくことができるとも考えられる。 

 現代社会では人や社会の間のつながりが希薄化し、

かつてコミュニティに自然に存在していた共助につ

ながるような絆を実感できる時間も場所も少なくな

っている。一方で、コミュニケーションツールは多

様化し、人と人との関わり方や交流の場所も様変わ

りしている。にもかかわらずコミュニケーション能

力自体は低下し[松下 2010：67]、その一方で人々は

「心の底では人や社会との間のつながりを求めてや

まない」[国分 2019：219]ともいわれている7。 

祭もまた然りである。地方の地域コミュニティの

中で、多世代が同じ時期と空間を共有し、生業を受

け継ぎ営んできた時代から、生活のために都市部へ

移動する人口が増加して、地方も都市部も人口の構

成が大きく様変わりした。地方は高齢化や過疎化と

いう深刻な問題を抱えるようになり、若者や生産年

齢人口が集積する都市では、新たな地域コミュニテ

ィのあり方や課題に向き合うことになった。伝統文

化としての祭の多くは、その価値が見直される中で

維持と継承の問題に直面しながら続けられている。

様々な「祭」や「フェスティバル」を冠するイベン

トも作り出され、地域の活性や観光開発に尽力して

いる。都市部では、このようなイベント性の強い祭

と古くからの祭が共存し、それぞれの意義と価値、

役割を以て人々の生活に溶け込んでいるといえるだ

ろう。 

サードプレイスと共通する特徴を発揮しうる祭と
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いう観点からみると、イベント性の高い新しい祭も、

農耕儀礼に端を発する古くから続いてきたその土地

ならではの祭も、役割と意義の面では大きな違いは

ないだろう。他の施設や場所では代替できないサー

ドプレイスの 8 つの特徴、つまり 1 中立性、2 社会

的平等性の担保、3 会話が中心に存在すること、4

利便性があること、5 常連の存在、6 目立たないこと、

7 遊び心があること、8 感情の共有ができるもう 1

つの我が家、という特徴と機能は新旧どちらの祭で

あっても方法次第で発揮しうると思われる。他方で、

イベントと祭の大きな違いは何かというと、その継

続性があげられる。新規のイベントは、1 回限りに

終わってしまうことが多いのに対し、古くから地域

やコミュニティで営まれてきた祭は農耕儀礼や信仰

という中核と目的に支えられていることから、独自

の形式をもって、また世代間の伝承を果たしながら、

住民や参加者が強い意識で継続させているものが多

い。祭は大きくなるほど費用も人手も必要になるこ

とから、維持と継承の問題が必ず生じてくる。しか

しそれでも、地域住民を中心とする祭の参加者の継

続の意思はより一層強くなるようである。 

筆者がフィールド調査を実施した福島県の「田島

祇園祭」では、祭の担い手の若者は町の外に暮らし

ている者も多く、祭の時期にどうにか都合をつけて

帰ってくる人も少なくない。現在 60 代後半で、若い

時には今の若者と同様に町以外で生活をし、引退後

に U ターンしてきた男性は、「今までできなかった

分を恩返しする気持ちで祭に奉仕したい」と話した8。

この男性も、同世代でずっと町にとどまって暮らし

てきた男性も、どちらも「次の世代に祭を受け継ぎ、

それを途絶えさせない」ことが自分たちの役割だと

考えているという趣旨のことを異口同音に語ってい

た9。一方、祭を受け継ぐ若者も、「自分たちがやら

ずに誰がやる」という意識をもって加わっていたり、

先代と同じ様に「次の世代へバトンリレーを行なう

のが大事なことだと考えている」とも述べていた10。

祭を取り仕切る地元の田出宇賀神社の宮司も、今回

のコロナ禍を受けて、祭を縮小せざるを得ない状況

下で、「これまでもさまざまな厄災から立ち上がって

きた祭と住民であるから、その点はあまり心配して

いないが、大切なのは次の世代へ祭の継承が途切れ

ないようにすること」だと話していた11。 

未知なる感染症の世界的な感染拡大という事態を

受けて、日本の祭も様々なイベントも、世界中の祭

やイベントも、中止や規模縮小を余儀なくされた。

そのような状況で、古くから続けられてきた祭のあ

り方や意義も見直されることになった。社会学者の

小松和彦は、産業が生み出す公害、陰湿ないじめや

過労など、数多の社会問題に直面し、自分探しに腐

心する「現代都市市民こそが、神の信仰に根差した

古い祭を求めてやまない」[小松 1997：37-38]と論じ

ている。新型コロナウィルスの感染が拡大し、感染

防止対策が取られる中で、ご神事だけは少数の人間

で行おうとした祭が多かったことからも、現代にあ

ってなお日本社会の人たちが祭と神をいかに大事に

考えているかがうかがい知れるのではないだろうか。 

日本の祭に継続性があるとすれば、神への信仰の

存在と多世代の交流がその鍵になりそうである。そ

してそのような祭は、人や社会との間のつながりを

育むというサードプレイスの機能を果たすことにな

る。それはとりもなおさず、現代社会に薄くなりつ

つあったとしても実は人々が根底で求めている人と

人の間のつながりや絆という社会関係資本を醸成す

る装置として祭は重要な側面も有していることを意

味する。 

オルデンバーグのいうサードプレイスは、様々な

独自の特徴から人を元気にすることができる「心の

強壮剤」[オルデンバーグ 1986：116]となる場所であ

った。その要因は、誰にでも門戸を開き、中立性の

中で社会的平等を確保し、古い世代と若い世代が交

流し、一緒に楽しめる、定期的で自発的な人間関係

が維持されるということ、そして何より感情を共有

し、ともに交流を楽しむことをお互いの目的として、

訪れることができる空間であることであった。この

ような場所は海外であっても日本であっても、決し

て容易な場所ではないかもしれない。しかし、驚く

べきことには日本の祭にはその利点の多くが共有さ

れているのであった。古くから地域やコミュニティ

に根差してきた日本の祭と祭を通して培われる人や

社会との間のつながりが、現代社会にこそ必要なサ

ードプレイスとしての機能と役割を果たしうる点を

見直してみてもよいと思う。 
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7.結語―インフォーマルで柔軟なつながり方

とコミュニケーションの基盤の意義 
最後に、サードプレイスと日本の祭に認められる

重要な共通点である、インフォーマルで柔軟なつな

がり方とコミュニケーションの醸成、という視点か

らサードプレイスと日本の祭の意義を総括する。 

現代においては人間関係、あるいは災害時や緊急

事態の際しての共助という意味でも、人と人、人と

社会の間のつながりが求められ、必要不可欠である。

折しも新型ウィルスによる世界的な感染拡大という

事態に見舞われた社会では、この人と人との間のつ

ながり、人と社会の間のつながりが一層望まれる。

それにもかかわらず、そのつながりやつながりを基

にした絆や共助を実感できることは少ない。オルデ

ンバーグがサードプレイスという概念を提唱した

1980 年代は、アメリカ社会における公共生活の喪失

から生じる社会的課題への警鐘が鳴る時代であった。 

サードプレイスの意義や価値を認め、日本各地で

もサードプレイス作りやそのつながりを街づくり、

地域活性化に役立てようとする取り組みが増えてい

ることはすでに述べたとおりである。その効果は、

災害や緊急時にはより明確になる。多様な人々が集

って交流する場としてのサードプレイスの目的から、

サードプレイスで育んだ人間関係やつながりをきっ

かけに災害、非常時のボランティア活動や地域活性

のための活動など、共助や助け合いを実践しようと

いう動きも認められる。実際に日本の祭では、コロ

ナ禍を受けて困難を極める祭の実施に向けて、すで

にあるつながりを基盤に、感染症対策の制約のもと

に祭を新たな形で実施する、あるいは災害に見舞わ

れた後に祭を市民や参加者たちの手で復興させると

いう例が多かった。 

現代社会では希薄な人間関係に起因する孤立化と

いった社会問題、あるいは地域を問わず世界的な感

染拡大を見せる新たな感染症の流行と、それにまつ

わる差別や医療崩壊の問題などに直面している。サ

ードプレイスとしての祭や、祭を通したつながりの

何がそれらの問題に効果を発揮するかといえば、そ

れは格差や差別を越える可能性をもつインフォーマ

ルで柔軟なつながり方の醸成にあるといえないだろ

うか。それらは、具体的にはサードプレイスの 8 つ

の特徴が成立させる、多世代間の交流であるとか心

の強壮剤という機能、利他主義と利己主義の融合な

どの効能があげられる。その中心でこれらの意義を

支えるのは平等性にもとづく「対等な受け入れを提

供する場」という 1 点に集約されるのではないだろ

うか。第 1 の場所である家庭にも、第 2 の場所であ

る職場にもそれぞれ不可欠の意義と役割がある。そ

してそれらはすべて人間にとって社会生活を送る上

で必須のものである。だからこそ、これらを生み出

した社会生活の狭間あるいは外で、社会生活を補完

するような第 3 の場所であるサードプレイスとその

機能が重要な役割を果たすことが可能になる。サー

ドプレイスを作り、通うのも、祭を担い、祭を楽し

み、つながりを求めるのも人間である。そしてそこ

で楽しみ、友情とぬくもりをもって支え合うときに、

人々の間で格差や差別が生じることは少ないだろう。

病やストレス、社会問題にさらされて生きているの

もまた同じ人間である。私たち現代社会に生きる者

は、現代社会の課題を背負って生きていく他はない。

それぞれの時代に、それぞれの時代の課題と問題が

あり、その時々に社会と人は向き合ってきた。その

時々の課題と社会問題を解決し、乗り越えてきたの

もまた、現代に生きる私たちと同じ人間であった。

現代のように優れたツールもなかった社会で、人々

は時代が生み出す難題と向き合ってきたのだった。 

現代的な社会生活を優先させ、世界の先頭を走り

続けることになったアメリカ社会では、公共生活の

喪失が生み出す闇もまた問題化していた。その課題

に眼を向けたオルデンバーグが鳴らしたサードプレ

イスという警鐘は、日本の古くから続いてきた祭の

あり方にも通じることが多かった。サードプレイス

という場のあり方は、人と人との交流による格差や

差別の乗り越え方を教えている。日本の祭と祭を支

える人と人のつながりもまた、はじめから人の間に

ある差異や「距離を縮めたところ」[稲葉 2016：245]

から開始され、地域を超えて祭という共有の文化を

通してその「つながりと絆を醸成し深める」[稲葉

2016：40]ものである。現在の祭は、「地域の枠を超

えた多様な人々に開かれつつある」[小西 2018：139]

ともいわれている。多様な人々を受け入れる素地を

有し、違いや格差を越えた交流と柔軟なつながり、
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絆を育む日本の祭は、サードプレイスとしてもその

役割を果たしうる。そしてそれは現代の諸問題に対

し、人や社会の間のつながりと絆で乗り越えるため

の方法の一つを提示しているといえよう。 
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